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2017年 12月 373号

<今月・来月の例会> 姫路フォータダンス協会の会報

12/05 ☆   会場 イーグレアリーナA
/12 休み  時間 12:45-14:45
/19 ☆    スタッフ 立岩、他

/26 ☆

/     <11月 コール曲>
01/02 休み ミヌエット、メルニシュコ

/09 ☆  ダヴィッドハメレフバラメシバ

/16 ☆  チェシエョク、ビンバンボン

/24☆  サヴィロセヴィトホロ

/31 ☆  ヴィラ。セ 。ロザ・ヴィネ
セバニバル、アラバマ 。ワルツ

12/01 ☆  会場 イーグレアリーナA
/08 ☆   時間  9:45-11:45
/15 ☆    スタッフ 池沢、他

/22 ☆

/29 休み   <11月 コール曲>
O1/05 休み ユバルラドム

/12 ☆  メリークリスマスポルカ

/19 ☆  レディス・ツー・ザ 。センター

/26 ☆  ペラ。ザハブ、ザラ

/

③たまごっち (月 曜日)初級向き

12/04 ☆   会場 イーグレアリーナA
/11 ☆   時間 09:45-11:45
/18 ☆    スタッフ 福本、他

/25 ☆

/       <11月 コール曲>
01/01 休み ルスニー・ショゴフ

/08 ☆  ペラ・ストン・ペラ・カンボ

/15 休み ホラ。ジュニロール

/22 ☆  ノルテーノ。ミキサー

/29 ☆  ポロネーズ、アンドロレトゥルネ
セバニ。バル、ヴァレシュキプターレ

④ころころ (木曜日)初・中級向き

12/07 ☆  会場 イーグレアリーナA
/14 ☆  日寺間 09:45-11:45

:: 渫み  
スタツフ 赤西、他  1

/     <11月 コール曲>
01/04 休み スタロエルケチュコ

/11 ☆  アラブムフェラヒ

/18 ☆  アレニズヴェズディ
/25 ☆  ナ・ドゥヴォーレ・セディ
/     リフネイ・ベアハレイ

マムリイム        ●

⑤どんぐり (火曜日)チェーングンス

12/05 休み  会場 イーグレアリーナA
/12 ☆   日寺間 10:00-12:00
/19 休み   スタッフ 上野 他
/26 ☆

/
01/02 休み   <11月 コール曲>
/09 ☆   マチカ トリゴナ

/16 休み

/24 ☆

/31 休み

⑥ピーチ (火曜日)カ ップルダンス

12/05 ☆   会場 イーグレアリーナA
/12 休み  時間 10:00-12:00
19☆    スタッフ 浮ヽ 』唆、´
26 休み         1、まf=

/
01/02 休み  <11月 コール曲

/09 休み ボサノバ

/16 ☆  ミドット
/24 休み

/31 ☆



らせ

12月 2,3日 (土、日)トム講習会 in滋賀
会場 :滋 賀県立スポーツ会館
問合せ :笹倉さん

12月 12日 (火)クリスマスパーティー in姫路
会場 :兵庫県立姫路労働会館
飲み放題・食べ放題口踊り放題・しゃべり放題のパーテ
主催 :姫路フォークダンス協会

12月 17日 (日 )姫路パルカンSRCE日 曜例会
会場 :イーグレひめじ アリーナB

12月 17日 (日 )嵯峨野FDGク リスマスパーティー

会場:京都東山いきいき市民活動センター

問合せ:浜田さん

12月 23日 (土 )ちょこっトライアスロン
会場 :大阪市立此花区民センター

12月 24日 (日 )スパルタスロンハイライトデビューパ

会場 :兵庫県立総合体育館
問合せ :村上さん

01月 5日 (金 )大阪ミセスFDC40周年パーティー
会場 :エディオンアリーナ大阪
問合せ :濱 田さん

02月 10、 11日 (上、日)アレキサンドル講習会 大津
会場 :滋賀県立スポーッ会館
問合せ :笹倉さん

02月 11日 (日 )姫路城マラソン2018
マラソンボランティア参加

3月 4日 (日 )ホロバルカンパーティー
会場 :和歌山市葛西コミュニティセンター
問合せ :平 田育子

4月 26日 (木)ベンツィ講習会 :n姫路
会場 :イーグレひめじ アリーナA
主催 :姫路フォークダンス協会

◎ 9月 2日 (日 )板東さん講習会 in姫路
会場 :イーグレひめじ アリーナA
主催 :姫路フォークダンス協会

口‐ラ民薇書棄ヌ踊劇気演
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おやつ持って !

飲み物 (お茶、ビール等)持って !

姫 路 労 働 会 館  (姫路駅より徒歩 10分)へ集合です

サンタさんより豪華なプレゼン トも
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氏名 蒲、ぁ そ乙6血液型パら
参加例会  ≧ぅ.ろ _ピ/tCリ

姫路 FD協会・各例会への希望・感想など
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今一番したい事は ?

-3_夕をi・ つクヽてのが ノ`しい'と
｀
づ.

昭和時代の一番の思い出は ?

、〕′こ■の時 の多て多ザし丁色ワγン
10年後の自分はどうなっていると思いますか ?
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では20年後はどうなっていると思いますか?
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どこの国のダンスが好きですか? 何故 ?
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昭和時代の一番の思い出は ?
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では 20年後はどうなっていると思いますか ?
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どこの国のダンスが好きですか ? 何故 ?
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「生きるヒン ト」とは・・・。

大切な人が天国へ～もうすぐ3年が過ぎます。

暗い トンネルをやつと通 り抜ける事が出来たと最近感 じ

ています。なんと言つても、娘たちの気遣いには、本当

に感謝でいっぱいです。私の宝物です。悲しい長い 3年

間でしたが、生きるつて自分自身の心がけが最も大切だ

と思いました。1日 1日 を充実させて、生活習慣の実行。

朝、日を覚ましてから毎日やるべき事をあらかじめ決め

てテキパキと遂行 していく。夜には、心地よい疲労を感

じ眠りに入ることが出来ます。それから、テレビや新聞

を上手く利用すれば、知る意欲、生きる意欲に刺激を与

え心を活性化させる事ができます。

一人でいると、行動範囲が狭くなり声を出す機会が少な

くなっています。歌を歌 うようにと言われ るのです

が・ … 。私は、毎日思い切 り大きな声でお経をあげて、

大切な人と向かい落ち着く事が出来ます。

なんと言つても、楽 しみで心を温かくするのが一番です。

木曜 日は踊つて、食べて、笑って、お しゃべりの 2時間

がセットになっております。「話す」「聞く」のバランス

がちょうど良いグループです。時にはお稽古の後にショ

ンピングに行つたりします。先日、若者の店に入 り、感

性のズレ「ジェネレーションギャップ」で老婆心を出す

ことは控えようと大笑いしました。でも、かわいい孫の

ような店員の方に、よく似合ってますよ～と言われ、つ

い買つてしまいました。ご近所さんにも何でも話せる人

達がいます。これからも仲の良い関係を維持 していきた

いものです。

まだまだ課題はありますが・・・。

この度はここまでにて 。・有難 うございました。

゛′t

今村 朝美

氏 名 ブA4,Fら 多
誕生 日   2月  1 日 血液型 湾

一フォークダンス歴     7 1年月

FDを始めたきつかけ

友人ヽ ンヾズろ|卜 マヽ、通L冴云い 14カ

`仁

十キ、ず

百フとだ2Rヽ 7ヽこ。そめ彼せ1■

`キ

ぁマスト1ボ t_

浮いざ上 始めススがるたけ■ド)ψ lム ぷ`Ъた

FDについて思うこと

者れ リズムσ、じ`えよヽ〕キ。ん笏めれ な
ごヾう皐ドイ暉向̂僧

12。 Jnll。輪itついマ可ト
さしヒ″tなスなく温いつ、ス号リフ'か や―っとブ2rこ

_堕 _

好 きな曲 (国)へ゜
ラ・ザ ,ヽ プ  (イ スう工iの

)

一番大切にしている事や ものは ?
1175ギ

Jれす今b次いないさど
っ
°
ぅスえ ん

L



∫t馬、NI絶肩F轟曇.

TF篇ガちメ書1尋跳功
ぎ又エットもされいにEい麻マますよ%
痢(公 てもだ

-7イーにむけて、ドスドズつ
`

ドンドン川付ていきまふ幸じ}ざ～す場で

どんぐり例会

わ鋼の議L督ハ bヾ 並メに来乙ろがらわヽ、

パ″α5′ ■ラー1旬並ドグシ _ヽかっ考バ
′ェ曽え乙■ォυ どχくりの電T泉 13.ヮゐ3

争|・ 石勧のア克エセご`、いこもぇ、ぇ承マレマ>
なのび、いつt/ぐ―テぅ)たぃ′■径ん句祠]の

山とノヾしノくレゲ1たま弓L43しぃ凸、美tll

い、■u山 等 t、 ろ、、う昴り「lい オヽ匙 |あたtし

鼻 協 fご攣Lご.嘉 Ъ L・復ぞ
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ピーチ例会           で す。

寒いです、汗の出が少なくなり、踊易くなりましたが

体が縮こまり動きが悪くなりました。

先ずは準備運動で体を温め、動きを良くしてから

踊りたいものです。連手の際、暖かいと気持ちが

いいものです。新しい方が来られました。

シャコで踊られている方で、長く踊りたいものです。

カップルダンス パートナーと動きが合うと物凄く

楽しいでよす。

金曜例会

もうすどフ1)スマス′:。一角-1い 邑に・

フi)・スマスバー九一づ`|｀ こぅ
‐
ても

栞し計です

作成・発行  姫路 フォー クダンス協会

姫路フォークダンス協会公式ホームページアドレスなど

http://hilneji― fd‐ kyokai.la.coocan.jp/

E― mail himeji‐ fd‐kyokaKDniftycom

〒671‐ 1252 姫路市網干区垣内東町125-3
理事長  古谷 勉 TEL&FAX  079‐ 272‐ 5230

E― mail furutani.tsutomu@nity com

会報 「ぶ一ふ一 う―」の定期購読などについて

年間購読 ¥2000 郵送代含む  (1部 ¥100)

問合せ 古谷景子 E―mail furutani.keiko@niftycom

http://furutani.laocoocan.jp/

編集後記
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